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米原市子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと提供体制 

の平成 28年度実施状況 
 

事業の評価  A（順調） B（概ね順調） C（やや遅れている） D（遅れている） 

 

１ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制 

現在供給が足りていない３号認定の子どもに対しては、既存の公立幼稚園と公立保育所

を幼保連携型認定こども園に移行させることや、公立・私立保育所ともに乳児の定員をで

きる限り増加させることなどによって、提供体制を確保していくことを想定しています。

これにより、平成 31年度には１号認定の子どもから３号認定の子どもまでの全ての量の見

込みに対応できる供給量を確保できる見通しです。 

園数 認定こども園 幼稚園 保育所 計 

H27 ３ ２ ７ 12 

H28 ４ ２ ６ 12 

 

  1 号認定 2 号認定 3 号認定 

計 3～5歳 3～5歳 0 歳 1～2歳 

教育のみ 幼希望 その他 保育必要 

H28目標 

①量の見込み（必

要利用定員総数） 
270 106 556 79 322 1,333 

確保の内容 505 650 71 289 1,515 

H28実績 
②利用実績 319 675 82 318 1,394 

増減（②－①） △57 119 ３ △４ 61 

H29目標 

量の見込み（必要

利用定員総数） 
275 108 567 78 318 1,346 

確保の内容 526 655 73 291 1,545 

 

評 

価 
Ｂ 

 本市では「幼保一体化の推進」を米原市子ども・子育て支援事業計画の重点

プロジェクトに位置付け、特に公立施設においては積極的な幼保連携型認定こ

ども園への移行を進めています。これにより、近年は核家族化や共働き世帯の

増加等に伴い、１号認定子どもの利用実績が平成 27 年度と比べて更に減少し

ている一方で、２号認定子どもの利用実績が増加することとなりましたが、柔

軟な対応ができました。 

 なお、３号認定子どもの利用実績については量の見込みを超えましたが、定

員の弾力化の活用などにより、おおむね待機児童の発生を防ぐことができまし

た。 

 

今後の 

事業展開 

 今後もますます３号認定子どもの利用者数増加が見込まれることから、積極

的な施設整備等を進めていきます。 

 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

（１）利用者支援に関する事業 

［事業の概要］ 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの

情報提供および必要に応じた相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡調整などを

行う事業です。 

H28目標 
量の見込み か所 １ 

確保方策 か所 １ 

H28実績 開設数 か所 ０ 

資料４ 
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H29目標 
量の見込み か所 １ 

確保方策 か所 １ 

 

評 

価 
Ｃ 

 平成 27 年度に「子育て世代包括支援センター」という考え方が国から示さ

れたため、当初の目標であった平成 28 年度からの利用者支援事業への取組開

始を見送り、平成 28 年度の１年間を掛けて庁内関係部署で利用者支援事業へ

の取組について再度協議をしました。その結果、基本型と母子保健型を連携さ

せた利用者支援事業に平成 29 年度から取り組むとともに、各利用者支援員を

同一施設に配置して横連携をし、“妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目

のない支援”を実施することで方針決定しました。 

 

今後の 

事業展開 

 こども未来部保育幼稚園課と健康福祉部健康づくり課が横連携する「子育て

世代包括支援センター」の設置するための関連予算を平成 29 年米原市議会第

２回定例会（６月議会）において要求するとともに、上半期中には利用者支援

事業に着手できるよう各種準備を進めていきます。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

 ［事業の概要］ 

乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言、その他の援助を行う事業です。 

 

H28目標 
量の見込み（ニーズ量） 人日 4,069  

確保方策 か所 ４  

H28実績 
利用者数 人日 14,979  

開設数 か所 ４  

H29目標 
量の見込み（ニーズ量） 人日 4,030  

確保方策 か所 ４  

 

評 

価 
Ａ 

 市内４か所に設置している地域子育て支援センターで、週５日の開設を実施

して丁寧な対応をすることにより、センター開放や地域活動への参加について

は平成 27 年度と比べて更に増加しました。ただし、低年齢児の就園率向上に

伴って、２歳児よりも０・１歳児の利用割合が大きくなりつつある現状であり、

本市においても核家族化が進む中で、つながりや居場所を求めて４センターを

利用される方も多いことから、親子が安心して過ごせる場、気軽に子育ての悩

みなどを相談できる場として、４センターが根付いてきていると考えます。 

 

今後の 

事業展開 

 ４センターにおける子育て支援機能の充実を引き続き図る一方で、平成 29

年度から事業開始予定の利用者支援事業と連携を図ることにより、利用者への

きめ細やかな相談支援等ができる窓口としての機能拡充を図っていきます。 

 

（３）妊婦健康診査 

 ［事業の概要］ 

妊婦の健康の保持および増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把

握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的

検査を実施する事業です。 

妊娠中のお母さんと赤ちゃんの健康の保持および増進を図るため、妊娠週数に応じて国が

定める標準的な妊婦健康診査の費用を助成する事業です。 

H28目標 

0歳児 人口推計 人 294  

量の見込 件 4,116  

1人当たりの健診回数 回 14  
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H28実績 

0歳児 人口 人 287  

量の見込 件  3,311  

1人当たりの健診回数 回 11.5  

H29目標 

0歳児 人口推計 人 292  

量の見込 件 4,088  

1人当たりの健診回数 回 14  

 

評 

価 
Ａ 

 母子健康手帳交付時の健康教育で、妊娠期の健康管理の重要性の意識付けを

図り、定期受診を促しました。また支援が必要なケースについては、医療機関

と連携し、主治医の指示に基づいた保健指導や栄養指導を実施しました。  

 

今後の 

事業展開 

 妊婦自身が健康管理を実践できるよう市独自で情報やデータ管理かできる

ファイル(すくすくファイル)を作成、配付し、個人に合わせた健康教育を行う

中で、受診につなげていきます。相談体制の強化を図るとともに、医療機関と

の連携体制を充実します。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

［事業の概要］ 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環

境などの把握を行う事業です。 

H28目標 

0歳児 人口推計 人 294  

量の見込 件 294  

訪問率 ％ 100  

H28実績 

0歳児 人口推計 人  285  

量の見込 件 281  

訪問率 ％ 98.6 

H29目標 

0歳児 人口推計 人 292  

量の見込 件 292  

訪問率 ％ 100  

 

評 

価 
Ａ 

 育児不安の高い時期に適切に支援を行い、今後の乳児の成長や育児について

保護者とともに確認することで、育児不安の軽減を図ることができました。 

 

今後の 

事業展開 

 訪問率 100％を目指します。訪問が難しい家庭は、関係機関との連携により

状況の把握に努めます。 

 

（５）養育支援訪問事業等 

［事業の概要］ 

養育支援が特に必要な家庭に対して居宅を訪問し、養育に関する指導・助言などを行うこ

とにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

H28目標 
量の見込み（訪問世帯数） 件 30  

確保方策 件 30  

H28実績 
訪問世帯数 件 17  

延訪問回数 回 35  

H29目標 
量の見込み（訪問世帯数） 件 30  

確保方策 件 30  

 

評 

価 
Ｂ  平成 28年度は 17件、延べ 35回の養育支援訪問を行いました。 
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今後の 

事業展開 

養育支援が特に必要な家庭に対して居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

などを行います。 

 

（６）子育て短期支援事業 

［事業の概要］ 

保護者の疾病などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設などに入所させ、必要な保護を行う事業です。 

具体的な事業としては、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）および夜間養護等

事業（トワイライト事業）があります。 

H28目標 
量の見込み 件 ０  

確保方策 件 ０  

H29目標 
量の見込み 件 ０  

確保方策 件 ０  

［提供体制確保の方向性］ 

アンケート調査でも直接の利用希望はなく、計画としては事業提供の予定はありませんが、

今後ニーズが増大してきた場合には、近隣市町とも連携しながら提供体制を確保するよう検

討していきます。 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

［事業の概要］ 

乳幼児や小学生などの児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かりなど育

児の援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動

に関する連絡、調整を行う事業です。 

H28目標 
量の見込み 人日 46  

確保方策 人日 20  

H28実績 
援助回数 人日 227  

会員数 人 109  

H29目標 
量の見込み 人日 44  

確保方策 人日 30  

 

評 

価 
Ｂ 

平成 27 年度から事業を開始し、広報等で制度の周知を図るとともに、各種

集会などにおいて会員登録の推進に努め、会員数の登録は 109人（利用会員 54

人、サポート会員 47 人、両方会員 8 人）で、援助活動は 227 回が実施されま

した。また交流会「まいはぐ」を年２回開催して、会員相互の交流を図りまし

た。 

 

今後の 

事業展開 

引き続き制度の周知および会員の募集に努め、サポーター養成講座の開催等

によりサポート体制の充実に努めます。 

 

（８）一時預かり事業 

［事業の概要］ 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に

保育所、幼稚園、認定こども園などで一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

○幼稚園における一時預かり 

H28目標 

量の見込み 
1号認定による利用 人日 390  

2号認定による利用 人日 －  

確保方策 
人日 250  

か所 ３  

H28実績 
1号認定による利用 人日 41  

2号認定による利用 人 －  
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実施か所 か所 ３  

H29目標 

量の見込み 
1号認定による利用 人日 400  

2号認定による利用 人日 －  

確保方策 
人日 300  

か所 ３  

○幼稚園以外における一時預かり 

H28目標 

量の見込み（一時保育、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ） 人日 1,140  

確保方策 
一時保育 人日 750  

ファミリー・サポート・センター 人日 100  

H28実績 
一時保育 人日 624  

ファミリー・サポート・センター 人日 62  

H29目標 

量の見込み（一時保育、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ） 人日 1,140  

確保方策 
一時保育 人日 800  

ファミリー・サポート・センター か所 150  

 

評 

価 
Ｃ 

 既存園の幼保連携型認定こども園への移行に伴い、１号認定子どもの利用実

績が大幅に減少していることから、幼稚園における一時預かり（幼稚園型）に

ついても減少しました。また、幼稚園以外における一時預かり（一般型）につ

いては平成 27 年度に引き続き、私立施設３か所において保育士不足により取

り組むことができませんでしたが、公立施設での利用実績が大幅に増加した

め、平成 27年度の実績を上回りました。 

ファミリー・サポート・センターでは保育園へのお迎え後の預かりが定期的

にあり利用が増加しました。 

 

今後の 

事業展開 

 幼稚園型と一般型の一時預かり利用料が同一の料金設定のため、保護者によ

っては認定こども園の長期休業期間中は一時預かりを利用せず、支給認定区分

の変更（教育認定子ども⇒保育認定子ども）により対応されている現状があり

ます。このため、幼稚園型の一時預かりを利用しやすくするよう、平成 29 年

度中に利用料見直しなどの検討をします。 

引き続き、制度周知および会員募集に努めるとともに、サポーター養成講座

の開催等によってサポート活動の充実に努めていきます。 

 

（９）時間外（延長）保育事業 

［事業の概要］ 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外において、認定こども園、保育所

などで保育を実施する事業です。 

H28目標 

量の見込み 人 335  

確保方策 
人 150  

か所 ６  

H28実績 
利用人数 人 269  

実施か所数 か所 ６  

H29目標 

量の見込み 人 337  

確保方策 
人 250  

か所 10  

 

評 

価 
Ｃ 

 当初目標では、平成 29 年度から公立施設でも延長保育を開始する予定でし

たが、待機児童の発生を防ぐことを最優先して保育士等の配置をしたことによ

り、延長保育を実施するための配置体制が確保できず、平成 29 年度からの全

園での事業開始は困難となりました。 

 なお、私立施設においては２・３号認定子どもの利用実績の増加傾向に伴い、
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平成 27年度と比べて利用人数が増加しました。 

 

今後の 

事業展開 

 平成 29年度中に公立施設の１園でモデル実施、平成 30年度にはおうみ認定

こども園を除く全園にモデル実施を拡充して課題等を検証した上で、平成 31

年度から公立施設の全園で本格実施します。 

 

（10）病児・病後児保育事業 

［事業の概要］ 

病児・病後児保育事業は、医療機関や保育所などに付設された専用スペースなどにおいて、

看護師などが一時的に保育などを実施する事業です。 

H28目標 

量の見込み 人 2,369  

確保方策 
人 1,500  

か所 １  

H28実績 
利用人数 人 308  

実施か所数 か所 １  

H29目標 

量の見込み 人 2,381  

確保方策 
人 1,500  

か所 １  

 

評 

価 
Ａ 

 既存園（２園）で実施していた病後児保育を統合し、平成 28 年４月から米

原市地域包括医療福祉センター（ふくしあ）内に「病児・病後児保育室おおぞ

ら」を開設しました。本市では新たに病児保育を開始したことから当初の利用

見込みを大幅に超え、病児保育 251 人、病後児保育 57 人の利用実績がありま

した。 

 

今後の 

事業展開 

 核家族化や共働き世帯の増加等に伴う子育て家庭のニーズに応えるため、継

続して事業実施していきます。 

 

（11）放課後児童健全育成事業 

［事業の概要］ 

保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に児童館や小学校の余裕教室などを利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健

全な育成を図る事業です。 

 

 

H28推計 
低学年（6～ 8歳）人口推計 人 1,071  

高学年（9～11歳）人口推計 人 1,058  

H28目標 

量の見込み 

（ニーズ量） 

合計 人 532  

低学年 人 351  

高学年 人 181  

確保方策 
登録児童数 人 500  

施設数 か所 9  

H28実績 
登録児童数 

合計 人 699  

低学年 人 491  

高学年 人 208  

実施か所数 か所 9  

H29目標 

量の見込み 

（ニーズ量） 

合計 人 521  

低学年 人 347  

高学年 人 174  

確保方策 
登録児童数 人 520  

施設数 か所 9  
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評 

価 
Ｂ 

月別の平均利用者数 454人 

最多利用月（７月） 671人（年間利用 378人、長期利用 293人） 

利用児童の多い３クラブにおいて支援単位を２つに分け、支援体制の充実を

図りました。長期休業中の利用者の増加に対応するため、学校や公民館等の空

き施設を利用し利用希望者全員を受け入れました。 

 

今後の 

事業展開 

利用希望者の増加に伴い、施設の改修など定員数の拡大を進め、受け皿の確

保に努めていきます。特に米原小学校区では今後児童数が増加するため、空施

設となる米原幼稚園での放課後児童クラブの開設に向けて準備を進めます。 
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